
令和２年度試験研究主要成果一覧

NO 部門 研究機関名 成果情報名

1 普通作 農研
縞葉枯病抵抗性中生水稲良食味品種「にじのきらめき」茨城県準奨励品種採用	
	 ➡『高温耐性およびイネ縞葉枯病抵抗性を有する水稲良食味品種	
	 　 「にじのきらめき」の特性』本誌５頁掲載

2 普通作 農研 「ほしじるし」および「ハイブリッドとうごう３号」の極多収栽培法
3 普通作 農研 イネ縞葉枯病に対する新規系統育苗箱施用剤の防除効果
4 普通作 農研 六条大麦「カシマゴール」の気象データを用いた生育ステージ予測法
5 普通作 農研 小麦「ゆめかおり」の主稈長・主稈幼穂長を用いた茎立期・出穂期予測法
6 普通作 農研 飼料用イネ品種等の適正な温湯処理条件
7 普通作 農研 米ゲル用途に向く水稲多収品種「笑みたわわ」
8 普通作 農研 米ゲル用途に向く「笑みたわわ」の多収および高品質栽培法
9 普通作 農研 自動運転田植機の効率的な運用事例
10 普通作 農研 ロボットトラクタによる耕耘作業の労働時間削減効果
11 普通作 農研 パン用小麦「ゆめかおり」栽培における緑肥導入の効果
12 普通作 農研 混合堆肥複合肥料の大麦、大豆栽培への適用
13 普通作 農研 茨城県におけるヒメトビウンカの薬剤感受性
14 普通作 農研 新規需要米栽培でのドローンによるカメムシ防除は減収を軽減する
15 普通作 農研 茨城県内に発生するダイズ紫斑病菌の薬剤感受性
16 普通作 農研 ダイズ紫斑病菌のQoI 剤感受性の遺伝子診断法

17 普通作 山間特産
耐寒性・収量性が高く、優れた製茶品質を有する中晩生の緑茶用品種「はるのなごり」	
	 ➡本誌６頁掲載

18 普通作 農研 深層学習（AI）による「コシヒカリ」の生育ステージ判定
19 普通作 農研 「コシヒカリ」の生育予測モデルと生育指標
20 普通作 農研 「コシヒカリ」の収量・追肥量予測モデル
21 普通作 農研 メッシュ農業気象データを用いたヒメトビウンカ発生時期の推定技術
22 普通作 農研 イネばか苗病発病苗の根には病原菌が寄生する
23 普通作 生工研 画像解析と少量・簡易炊飯による米のツヤと白さの評価法
24 普通作 生工研 オートクレーブを用いた蒸煮大豆の裂皮率評価法と交配母本の選定
25 普通作 山間特産 天敵シルベストリコバチ確認とチャトゲコナジラミ密度抑制効果
26 普通作 農研 オレンジ色の良食味蒸切干し用サツマイモ「ほしあかね」

27 野菜 鹿島特産
炭酸ガス施用・ミスト噴霧・変夜温管理によるピーマン所得向上技術の開発	
	 ➡本誌７頁掲載

28 野菜 農研 水田作サツマイモにおける傾斜化圃場造成技術の導入効果
29 野菜 農研 LAMP-FLP法によるベノミル耐性サツマイモつる割病菌の簡易検出技術
30 野菜 農研 吸光光度法を用いた土壌全炭素含量の簡易測定法
31 野菜 園研 イチゴ「いばらキッス」の奇形果は、定植時期により発生傾向が異なる
32 野菜 園研 イチゴの船便輸出時の振動と果実損傷を抑制する出荷資材
33 野菜 園研 茨城県内におけるイチゴ炭疽病菌の種構成および薬剤感受性
34 野菜 園研 夏秋どりキャベツは収穫前に結球部直径から結球部の重さを推定できる
35 野菜 園研 レンコン年内掘り優良系統「パワー」及び「ひたちたから」の最適栽植密度
36 野菜 園研 石灰窒素によるレンコンの薬害症状
37 野菜 園研 ピーマン斑点病に対する有効薬剤
38 野菜 園研 ネギ黒腐菌核病に対する有効薬剤の効果的な使用時期
39 野菜 園研 LAMP法を用いたトマト退緑ウイルス（ToCV）の簡易迅速検定法
40 野菜 鹿島特産 土壌くん蒸剤の体系処理によるピーマンのネコブセンチュウ対策技術
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41 野菜 鹿島特産 線虫汚染ほ場では線虫抵抗性ピーマン台木の利用により収益性が高くなる
42 野菜 鹿島特産 ピーマン黄化えそ病抵抗性を打破するTSWVの発生
43 野菜 農研 ベノミル耐性サツマイモつる割病菌の遺伝子変異
44 野菜 生工研 メロン「イバラキング」種子純度検定法の改良

45 野菜 生工研
ネット形質が優れる緑肉メロン母本「P36」由来のQTLはヒルネットが発生しない品種育
成に活用できる

46 野菜 鹿島特産 神栖市で発生するヒラズハナアザミウマの薬剤感受性のほ場間差
47 野菜 園研 ２条植トマトの誘引ワイヤー間距離を広げると群落内への透光性が改善する
48 野菜 園研 アルテミア資材を利用した天敵タバコカスミカメの定着促進
49 野菜 園研 水田転換畑における改良型アップカットロータリ耕の効果的な施工方法
50 野菜 園研 夏秋どりキャベツの個体重は日照に被植率を掛けて積算した値と相関が高い
51 野菜 園研 キャベツ石灰欠乏症に及ぼす石灰質肥料の土壌施用及び葉面散布の影響
52 野菜 園研 初夏どりネギの花芽は密植によって誘導される
53 野菜 園研 新規マイコウイルスの探索および同定
54 野菜 園研 ニラ黒腐菌核病菌の発生菌群とリアルタイムPCR法による土壌からの検出
55 果樹 園研 ナシ「恵水」及び「豊水」の収穫始期予測
56 果樹 園研 ナシ「豊水」のみつ症重症果発生率予測
57 果樹 園研 ナシのジョイント仕立て等の列状密植時における定植１年目の生育促進技術
58 果樹 園研 携帯型分光計を用いたナシ「恵水」の果皮クロロフィル含量推定
59 果樹 園研 ナシ「恵水」の収穫期間中の成熟特性と夏季高温時における収穫方法
60 果樹 園研 県内ナシ難改植ほ場における若木の枯死・生育不良は白紋羽病が主原因である
61 果樹 園研 ナシ黒星病に対する各種薬剤の防除効果
62 果樹 園研 ブドウ「クイーンニーナ」におけるジベレリン１回処理による着色向上技術
63 果樹 園研 クリ「ぽろたん」の超省力型樹形の収量性と作業時間の変化
64 果樹 園研 高電圧を付加した低温処理のクリシギゾウムシ防除及びクリ果実の糖度上昇
65 果樹 山間特産 リンゴ「錦秋」の果実特性

66 果樹
生工研	
園研

黒星病抵抗性のニホンナシ「ひたち３号」、「ひたち４号」の育成

67 果樹 園研 ナシの基肥を堆肥で代替する施肥により、温室効果ガスを削減できる
68 果樹 園研 クリ自動収穫システムの開発
69 果樹 園研 ナシのハダニ類に対する土着天敵ニセラーゴカブリダニの発生実態

70 花き
生工研	
園研

高温障害（穂やけ症）に強い黄色グラジオラス新品種「ひたち11号」（仮称）を育成しま
した	
	 ➡本誌３頁掲載　　　　　　

71 花き 園研
高温で開花遅延しやすい小ギク品種への後夜半電照の効果	
	 ➡「夏秋小ギクの高精度な開花調節技術の確立」　本誌４頁掲載	

72 花き 園研
グラジオラス抑制栽培では白熱電球や白色ＬＥＤ電球による長日処理により切り花品質が向
上する

73 花き 園研 バラは低日射時の LED補光による増収効果が高い
74 花き 園研 バラの改良切り上げ方式による増収効果及び切り上げ時期の影響

※１　下地がクリーム色の成果は本誌各頁に掲載しております。
※２　成果の詳細については研究機関のホームページをご覧ください。
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